
参加人数 男子　128名（32チーム）

女子　128名（32チーム）　　計256名

（２×６Ｇ） （２×６Ｇ）

第１位 京都府B 坂本　健治 ・ 伊藤　達也 2516 第１位 三重県A 新西　智子 ・ 柳川　穂波 2371

第２位 大韓民国A 鄭　鍾九 ・ 崔　濟枏 2500 第２位 沖縄県A 具志　則子 ・ 上地　陽子 2363

第３位 徳島県B 坂本　政武 ・ 神下　克己 2498 第３位 北海道A 松浦　一美 ・ 沖﨑　美和 2308

第４位 長崎県A 川上　弘昭 ・ 野口　明廣 2480 第４位 大韓民国Ｃ 孫　順点 ・ 李　成垠 2281

第５位 長野県A 水戸野　裕之 ・ 藤本　英徳 2475 第５位 岩手県B 高橋　久美子 ・ 菊地　明美 2267

第６位 大韓民国B 韓　正東 ・ 全　相龍 2455 第６位 滋賀県A 澤田　典子 ・ 中川　みち子 2263

第７位 岡山県A 藤井　睦文 ・ 立石　孝志 2436 第７位 京都府B 田中　市子 ・ 佐野　弘子 2243

第８位 福岡県C 岸川　正次 ・ 國友　俊康 2400 第８位 富山県B 山本　直美 ・ 古本　由香里 2236

（４×６Ｇ） （４×６Ｇ）

第１位 兵庫県 道林　政広 ・ 石橋　一陛 4854 第１位 京都府 田中　市子 ・ 佐野　弘子 4501
竹内　隆司 ・ 加地　敏浩 栂尾　陽子 ・ 奥　享子

第２位 徳島県 曽我部　文彦 ・ 村永　近延 4762 第２位 神奈川県 浅賀　恵 ・ 古舘　樹子 4362
坂本　政武 ・ 神下　克己 郡司　加代子 ・ 吉川　真弓

第３位 神奈川県 浅賀　祝一 ・ 宮戸　康次 4691 第３位 北海道 松浦　一美 ・ 沖﨑　美和 4361
山岡　祥郎 ・ 村上　悦男 小田　美香子 ・ 三上　忍

第４位 岡山県 佐古　浩一 ・ 藤井　睦文 4684 第４位 和歌山県 松村　佳美 ・ 福島　佳子 4334
立石　孝志 ・ 仁木　隆 山﨑　明美 ・ 川口　尚美

第５位 長野県 水戸野　裕之 ・ 藤本　英徳 4668 第５位 東京都 森野　華世 ・ 宿谷　貴子 4332
川上　秀樹 ・ 伊藤　健市 駒場　よし子 ・ 木村　優子

第６位 三重県 岡　宏明 ・ 渡辺　良幸 4644 第６位 愛知県 西村　沙池子 ・ 中西　晴子 4330
井岡　聖一 ・ 梅田　久徳 早川　美加 ・ 今井　佳子

第７位 大韓民国A 鄭　鍾九 ・ 崔　濟枏 4615 第７位 宮城県 早坂　よう子 ・ 高橋　智子 4263
韓　正東 ・ 全　相龍 澤田　順子 ・ 鈴木　由記子

第８位 北海道 柴谷　良昭 ・ 似内　和彦 4613 第８位 滋賀県 澤田　典子 ・ 山本　智恵美 4202
水上　悟 ・ 稲田　武史 拾井　充津子 ・ 中川　みち子

（６Ｇ） （６Ｇ）

第１位 竹内　隆司 (兵庫県) 1241 第１位 孫　順点 (大韓民国) 1240

第２位 村上　悦男 (神奈川県) 1225 第２位 鳥谷部　エイ子 (青森県) 1237

第３位 崔　濟枏 (大韓民国) 1223 第３位 山本　直美 (富山県) 1171

第４位 米島　和弘 (東京都) 1220 第４位 澤田　典子 (滋賀県) 1161

第５位 國友　俊康 (福岡県) 1198 第５位 柳川　穂波 (三重県) 1144

第６位 鄭　鍾九 (大韓民国) 1182 第６位 森野　華世 (東京都) 1129

第７位 水戸野　裕之 (長野県) 1179 第７位 斎藤　玲子 (埼玉県) 1128

第８位 川上　秀樹 (長野県) 1175 第８位 田中　市子 (京都府) 1118

　《　男子　》 　《　女子　》

２０１９年　９月２１日（金）～２３日（月・祝）

天皇陛下御即位記念
日本スポーツマスターズ２０１９　ぎふ清流大会

成　　績　　表

岐阜県　多治見パークレーンズ

選　手　権　者　決　定　戦

２　人　チ　ー　ム　戦

　《　男子　》 　《　女子　》

４　人　チ　ー　ム　戦

　《　男子　》 　《　女子　》


